
Ⅰ．　は　じ　め　に

　１９８９年，合計特殊出生率（一人の女性が生涯に産む
子どもの数）が１．５７を示し，それをもとに「１．５７
ショック」ということばが生まれた。丙午（ひのえう
ま）という特殊な事情の年の合計特殊出生率１．５８を，
自然減で下回ったことから「ショック」と命名された
のである。戦後すぐには４を越えていた合計特殊出生
率が，人口を一定に保つ水準（人口置換水準）を下回
り，「少子化」という状態になって３０年以上経過し，今
日の「少子社会」を迎えている。
　このような事態に対応するために，政府は１９９０年代
中頃からさまざまな子育て支援策を打ち出し，実施し
てきた。まず，「今後の子育て支援のための施策の基本
的方向について」（エンゼルプラン，１９９５年～１９９９年），
続いて「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施
計画について」（新エンゼルプラン，２０００年～２００４年）
が策定された。エンゼルプランは子育てを夫婦や家庭
だけの問題として捉えるのではなく，社会全体で支援
することをねらいとして，取り組むべき重点施策を定
めた計画である。また，新エンゼルプランはそれまで
の保育サービス関係ばかりでなく，雇用，母子保健・
相談，教育などの事業も加えた，幅広い内容となって
いる。その後さらに，「少子化社会対策大綱に基づく重
点施策の具体的実施計画について」（子ども・子育て応

援プラン，２００５年～２００９年）が策定され，４つの重点
課題の１つである「子育ての新たな支え合いと連帯」
の項には，地域の子育て支援の拠点づくり等も盛り込
まれている。また，２００７年には，「子どもと家族を応援
する日本」重点戦略が策定され，親の就労と子育ての
両立，すべての子育て家庭に対する一時預かりの制度
など「すべての子どもの健やかな育成」のための施策
が進められてきた。
　次に，保育の現場からの視点で捉え直してみると次
のようになる。戦後，児童福祉法に「日々，保護者の
委託を受けて，その乳児又は幼児を保育することを目
的とする施設」と規定されていた保育所は，改訂を経
て，「保育に欠ける」乳幼児を保育する施設と規定され
た。高度経済成長期以前は，乳児や低年齢の幼児は家
庭で養育されるのが当たり前とされており，保育所は
主として幼児を預かる施設であった。しかし，高度経
済成長期以降，女性の労働力が必要とされ，次第に女
性の主体的な社会進出も増え１），乳児の保育へのニー
ズが高まった。その後，乳児の保育は徐々に浸透し，
１９９８年に「乳児保育の一般化」に至った。この間，女
性が働きやすくなるような保育政策が進められたが，
一方では専業主婦の孤独な子育てが問題となり，在宅
育児のための子育て支援の必要性が生じてきた。園庭
開放や相談事業が開始され，保育施設は地域のすべて
の子どもを視野にいれた保育サービスを行うように
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なった。保育士に，保護者に対応する力量が求められ
るようになり，２００２年には保育士養成のカリキュラム
に「家族援助論」が加えられた。２００９年４月から施行
された「保育所保育指針２）」には，総則に「保育所は，
入所する子どもを保育するとともに，（中略）入所する
子どもの保護者に対する支援及び地域のすべての子育
て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。」
と書かれ，「保育所における保育士は（中略）子どもを
保育するとともに，子どもの保護者に対する保育に関
する指導を行うものである。」と明記された。同時に施
行された「幼稚園教育要領３）」においても，子育て支
援のためにその機能や施設を開放し，相談に応じ，情
報を提供することなどが明記されている。
　ここで子育て支援のあり方を整理しておこう。子育
て支援は「子どもを持つ親，家族に対しておこなわ 
れるさまざまな養育援助活動，制度，体制を意味す
る４）。」と定義される。前述したように，政府は１９００年
代中頃から，さまざまな子育て支援策を施行してきた。
保健所，保育所，公民館などでも公的支援が行われ，
成果をあげてきた。また，親たちによる自主的な子育
てサークル，それらのネットワークによる自助的活動
も進められてきた。一方，大学・短大などの学校は社
会貢献として子育てを支援してきた。学校はその社会
資源を活かしたサービス提供型の子育て支援が可能で
あり，人的資源を活かした相談活動などを行うことも
できる。保育・教育関係の学部・学科を持つ大学でこ
れらの活動が多く行われているのは，学生が子育て支
援活動を観察・体験できるという側面をもつからであ
ると考えられる。保護者への対応力は現在の保育者に
不可欠な資質であり，保育者養成の課程で子育て支援
活動を体験することは，保育者を目指す学生にとって
非常に意義がある。
　では，どのようにすれば保護者に対応する力や子育
て支援の力をつけることができるのであろうか。これ
らの力を真に「身につける」ためには子育ての理論や
原理を学ぶだけでは十分ではなく，実際に子育て支援
の場を体験することが重要であろう。本学保育学科で
は伝統的に体験学習に取り組んでいる。運動会，生活
発表会などを学生の委員が中心となって立案し，学科
全員で準備，実施，ふり返りを体験することにより学
習成果をあげている。そこで，新規に子育て支援活動
の体験学習を計画した。まず，子育て支援活動委員会
を立ちあげ，各組２人の委員を決めた。この委員が子
育て支援の活動の核となって活動を実施し，それを全

員が共有できるよう試みた。
　本報告は２００８年に実施した３回の子育て支援活動と
２００９年の２回（３回目は１１月に実施予定）の活動を報
告することを目的としている。

Ⅱ．　実　践　報　告

　２００８年４月，保育学科１年生４組，２年生４組，計
８組で希望者を募り，各組２名ずつ，計１８名（一組の
み４名）の子育て支援活動委員を選出した。５月２０日
に第１回の委員会を開き，委員会の活動内容（子育て
支援活動の研究・計画・実施および近隣の子育てグ
ループからのボランティア依頼への対応など）や年間
計画を確認した。委員会は主に昼休みを利用した。次
のような内容で実施した活動を順次述べる。
＜２００８年度＞
　第１回　人形劇鑑賞
　第２回　講演会と参加型活動（おもちゃと遊び）
　第３回　参加型活動（遊びの広場と制作活動）
＜２００９年度＞
　第１回　民話・和太鼓・日本の芸能鑑賞
第２回　講演会と参加型活動（伝承おもちゃの制作

と遊び体験）
　（第３回　参加型活動：１１月に予定）

１．　人形劇鑑賞（２００８年度）
　２００８年度第１回の子育て支援活動は，５月３１日
（土）に予定された学生の「子ども文化体験」（人形劇
鑑賞）の１ステージの一般公開であった。人形劇の
テーマは「ふれあい」。「ちいさいひとのための」「にん
ぎょうげき」，題「ちいちいにんにん注１）」という，幼
児を対象とする人形劇であった。劇の途中には身近な
ものを使った工作指導もあった。今回は新学期が始
まってすぐに準備に取りかかる必要があり，あらかじ
め学科で準備したポスター・チラシを近隣の保育所・
幼稚園・児童館・地域の子育てサークル等に配布した。
また，大学や近隣の子育てサークルのホームページを
利用し広報した。よって，学生の活動は当日配付する
プログラム作り，駐車場や会場案内等の標示物作りと
いった事前の活動と，当日の実施に関するさまざまな
活動であった。保護者が赤ちゃんや子ども連れで活動
に参加するときに生じるさまざまな問題点を可能な限
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注１）　人形劇「ちいちいにんにん」（人形劇団ののは
な：北九州市）



りイメージし，保護者や子どもたちが「困らないよう
に」準備をした。ここに体験学習のポイントがある。
互いに考え，意見交換し合って進めた。これらのほと
んどは各回に共通する留意点である。ここにまとめて
記述する。

（１）プログラム作り
　担当委員が，上演内容からデザインし，材料を準備
して，各クラスの委員に配付。合計１００枚を作成。子ど
もが楽しめる要素を盛り込んだ。
（２）駐車場・会場案内などの標示
　大型の看板は美術教員の指導を受けて作成。トイ
レ・授乳室などの標示はそれぞれの担当者が作成。駐
車場から会場までの順路に必要な標示物を設置した。
実際に歩いて分かりやすさを確認した。
（３）トイレ係
　会場に近いトイレを母子のための専用トイレとし，
清潔に清掃し，おしめ替えの台を設置した。特に開始
前の清掃に重点を置き，衛生面に配慮した。分かりや
すい標示に配慮した。

（４）ベビーカー係
　ベビーカーを預かる必要があるときのために置き場
所を設定し，預かりカードを作った。
（５）会 場 係
　駐車場から会場までを案内する。会場設営。開場し
てからの会場内の様子に配慮した。
（６）受　　付
　参加者名簿を作成し，受付をした。当日配付物を手
渡した。靴・傘用の袋を準備した。
（７）授乳室係
　ピアノレッスン室（個室）を授乳室に利用した。清
掃し，標示物を貼った。

　当日は４３組の親子とその他の大人の参加者を含め，
１３１名の参加者で盛況であった。保護者から「楽しかっ
た」「初めてだったが子どもが喜んでいた」などの声が
寄せられた。委員たちは赤ちゃんや子どもたちとの交
流を楽しみ，授業場面とは違う表情を見せていた。日
常的には，保育学科では子どもや親との交流の機会は
少ない。体験学習の場を設定することの重要性を再認
識した。

２．　講演会と参加型活動（２００８年度）
　第２回目は，１回目の「ふれあい」「あそび」を発展
させたテーマ，「おもちゃ」を取り上げた。おもちゃコ
ンサルタントの資格を持つ教員が短い講演（３０分）を
行い，併設の「おもちゃのひろば」で委員が子どもた
ちの遊びの相手をすることにした。８月９日の午前１０
時から午後１時までを設定。今回は新しい試みとして，
予行練習を計画した。経過は次のようなものであった。
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写真１　駐車場の標示をする

写真２　受付風景

写真４　「ちいちいにんにん」会場風景

写真３　プログラム



　本学保育学科では６月に２年生の保育実習があり，
その直後には前期末試験が始まる。子育て支援活動委
員の学生も多忙を極め，７月２３日にやっと「プレおも
ちゃのひろば」を実施することができた。学生の提案
を参考にし，次のようなおもちゃのコーナーを設定し
た。それぞれのコーナーを２～３人の委員で担当する
ことが決まった。また，この機会を利用して，次回の
遊び（新聞紙のドーム）の試作ができ，能率的であっ
た。

　「あそびのコーナー」の事例
・コミュニケーションが生まれるおもちゃ
・音を楽しむおもちゃ 　・積み木
・動きを楽しむおもちゃ 　・ごっこ遊び
・手触りを楽しむおもちゃ
・手指を動かすおもちゃ
・体を動かすおもちゃ
・集中力がつくおもちゃ
・絵カードやパズル

　当日は大人１８名子ども２２名の参加を得た。「長崎原爆
の日」の黙祷をして，「おもちゃのひろば」を１０時に開
始。受付の体制やその他の準備はスムーズに進み，前
回の学習の効果を感じた。１０時３０分から保護者は隣室
へ移動して，「おもちゃのもつちから」のミニ講演を聴
いた。その後，牛乳パックを使った簡単な工作を実施
した。その間，保護者から離れることのできる子ども
たちの遊びの相手を委員たちが務めた。数人の委員は
工作のアシスタントをした。遊び上手な保育学科の学
生たちを相手に子どもたちは楽しそうに遊び続けた。
終了の合図で名残惜しそうに帰って行く幼児の姿が印
象的だった。

３．　参加型活動（２００８年度）
　３回目は本学の大学祭（あかね祭）に合わせ，１１月
２日と３日の２日間，子どもの広場を開催した。「ダン
ボールを使った大型遊具作り」を目標に話し合い，次
のように決まった。
①　ダンボールの家の町並み（家と家の間に空間があ
り，子どもたちがごっこ遊びや狭い空間，暗い空
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写真７　積み木コーナー

写真５　ミニ講演風景

写真６　パズルコー
ナー

写真８　おもちゃのひろば全景

子育て支援活動委員がおもちゃで遊ぶ体験をし，
おもちゃに対する理解を深める。

↓

保育学科の学生におもちゃのひろばを実施し，
学生からいろいろな遊び方を提案してもらう
（「プレおもちゃのひろば」の開催）。

↓

子育て支援活動委員が学生の提案を参考に，
「おもちゃのひろば」のおもちゃの配置や標示
の方法を考え，準備する。

↓

当日。保護者は講演を聞く。
親子が「おもちゃのひろば」で楽しく過ごす。
委員が遊びのアシスタントとなる。



間を楽しめるようにする）
②　新聞紙の筒で作るドーム（不思議なドームを作る
楽しさが味わえるようにする）

③　工作コーナー（どんぐり，折り紙，牛乳パックな
どで作る工作の楽しさが体験できるようにする）

　後期が始まってすぐに準備に取りかかったが，実際
には２年生の保育実習などで，委員には余力がない状
況であった。そこで，１年生の学生全員でダンボール
の家を制作することにした。数人のグループでダン
ボールの家一軒を担当した。授業の空き時間を利用し，
学生たちは楽しみながら熱心に取り組み，個性豊かな
「家」を２０軒以上完成させた。これは結果的に，委員以
外の学生に子育て支援の活動を意識づけるのに有効な
作業であった。

　１１月２日と３日の両日，１０時から３時までを１時間
ずつの枠として，当番の委員が２人ずつ１枠を担当し
た。現場の責任者として，保育学科の教員を１人ずつ
配属した。卒業生の子ども，近所の子ども，ステージ
に出演する子どもたちなど，多くの人が訪れ，実に楽

しそうに遊んでいた。ダンボールの町並みに学生たち
が「仕組んだ遊び（プラネタリウム，迷路，狭いトン
ネル，お店屋さんごっこ，レストランごっこ，滑り台，
ケンケンパー，土俵など）」は，どれも大人気で，子ど
もたちの活発な遊びを引き出していた。紙で作った食
べ物を１歳児が口に入れる場面があり，学生はおも
ちゃと年齢の関係を学ぶ機会となった。廊下部分はダ
ンボールのキャタピラー遊びに利用した。
　工作コーナーは４～５歳から小学生に人気があった。
牛乳パックのカメラ，ドングリで作る動物の置物，薄
紙で作るままごとのお菓子，画用紙で作るカードなど，
たくさんの作品を作ることができ，好評であった。た
だ，このコーナーは委員の練習が間に合わず，委員が
道具の使い方に苦労する場面があった。提供する側の
準備について課題が残った。
　また，遊び続けたい子どもがなかなかこの場を離れ
ないということが起こったとき，１人の男子学生が託
児を申し出た。１歳の男児を預かるという，実際の子
育て支援活動の機会が得られた。その学生は上手に子
どもをあやして遊びの相手をした。両親から感謝され
保育者としての自信に繋がったと話していた。

４．　民話・和太鼓・日本の芸能鑑賞（２００９年度）
　子育て支援活動も２年目を迎え，２００９年度は前年の
実績を基に予算化することができた。第１回目は前年
同様，学生のための鑑賞活動の１ステージを一般公開
する形式で実施した。４月始め，１７人の子育て支援活
動委員が決まった。２年生１０名の内，前年から引き続
き委員になった学生が６名おり，活動の中心を担った。

５５保育者養成校における子育て支援活動

写真１１　ごっこ遊びを楽しむ子どもたち

写真９　１年生全員が制作
したダンボールの家

写真１０　託児風景

写真１２　工作を楽しむ子どもたち



第１回目の委員会を４月１４日に開き，５月３０日実施の
おはやし劇場「だだすこだんだん注２）」の準備に取りか
かった。今回はポスターを３人の委員が担当した。配
布は近隣の保育所・幼稚園・児童館など１５ヶ所であっ
た。さらに，社会福祉協議会（区内の育児サークルへ
の伝達），区のオープンスペース（昨年１０月にオープ
ン），区役所，公民館の子育てサークルなどに配布した。
プログラムは担当の委員がデザインし，１２０枚分の材料
を揃え，各委員が手分けして作成した。写真１５に示す
ように，「和」の感覚を活かして，金魚，せみ，カエル
などの夏の題材の折り紙を添え，遊びの要素を持たせ
た。
　今回はチラシ担当委員の活躍により，２００９年度第２
回の子育て支援活動のチラシを当日配付することがで
きた。短期大学という性質上２年で学生が入れ替わる。
２年生は１年生を指導することになるが，本年度は前
年に委員を経験した２年生が多数いるため，全体の進
行がスムーズであった。毎年このように進められるか

どうかは疑問であるが，何らかの形で活動を引き継ぐ
方略を検討する必要がある。
　当日は前年同様，それぞれの担当が自分の役割を確
実にこなし，スムーズな進行であった。参加は１７組の
親子とその他大人の参加者を含めて６３名であった。父
親４名はステージ後半の和太鼓演奏に参加し，家族の
喝采を浴びて誇らしげであった。家族の新しい体験作
りに貢献できたと思われる。
　参加者の感想は，「日頃聞く機会の少ない，太鼓や三
味線の演奏が聞けてよかった」「獅子舞が珍しかった，
獅子に頭を噛んでもらって幸せになれる気がする」「皿
回しや演芸が楽しかった」「方言が面白かった」など，
好評であった。

５．　講演会と参加型活動（２００９年度）
　２００９年度第２回目の活動は，前回の「和」の遊びを
深めるために「伝承おもちゃ」を取りあげた。題して
「つくって遊ぼう伝承おもちゃ」。８月９日（日）午前
１０時から午後１時の予定で実施した。講師は本学の美
術担当の教員。今回も前年同様，「講演・工作」と「遊
び」の２本立てで行った。学生委員の参加度を高める
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写真１４　受付風景 写真１５ 　折り紙遊びを取り
入れたプログラム

写真１７　父親の参加で盛り上がる会場写真１６  「だだすこだんだん」会場風景

写真１３　駐車場を標示する学生

注２）　ただじゅんのおはやし劇場「だだすこだんだん」
（劇と表現あそびの風光舎：東京都）



ために，「講演・工作」の後，グループ（委員が２～３
名一組）でそれぞれの担当を決め，制作の指導・助言
を行うこととした。講師と委員の担当を次に示す。
　＜講師担当の工作＞
　　①竹のみんみんゼミ②ぱたぱた（牛乳パック）
　＜学生委員担当の工作＞
　　①六角返し（紙万華鏡）　③宙返り馬
　　③折り紙のコマ　　　　　④ぶんぶんゴマ
　＜子どもと遊ぶために準備したおもちゃ＞
　　①紙パッチン（カエル）　②木登りサル

　　③ずぼんぼ　　　　　　　④新聞紙けん玉
　　⑤あやとり
　担当の伝承おもちゃについては，①事前にモデルを
作る，②作り方を研究し，手順をよく把握してスムー
ズに指導できるようにしておく，③作り方の説明書を
用意する，の３点に関して，グループで責任を持って
準備しておくことを確認した。前年同様，学生は保育
実習（２年生），前期末試験（１，２年生）の合間を
縫って各自腕を磨き，当日に備えた。
　当日は，大人１７名子ども１７名（計３４名）の参加が
あった。今年も「長崎原爆の日」の黙祷の後に講座を
開始した。講師の持参した大きな箱から珍しいおも
ちゃや不思議な動きのグリーティングカードなどが出
るたびに，「すごい」「不思議」「どうやって動くの」と
歓声や驚きの声があがった。講師の手品のようなおも
ちゃの紹介に大人も子どもも引き込まれていった。そ
の後，子どもたちは折り紙に根気強く挑戦したり，カ
ラフルな色付けを楽しんだりと，学生たちの指導のも
と，関わって遊べるおもちゃの工作を楽しんでいた。
想定と異なる方法で子どもたちが楽しそうに遊ぶこと

５７保育者養成校における子育て支援活動

注３）　ずぼんぼ：和紙で作った動物。うちわであおぎ，
浮き上がらせて遊ぶおもちゃ。

写真１８　竹のみんみんゼミ 写真１９　ぱたぱた

写真２０　六角返し 写真２１　宙返り馬

写真２２　折り紙のコマ 写真２３　ぶんぶんゴマ

写真２４　紙パッチン 写真２５　ずぼんぼ注３）

写真２７　折り紙のコマ作り風景

写真２６　からくりおもちゃを楽しむ会場風景



に気づき，勉強になったという学生がいた。老人介護
関係の方の参加もあり，充実した講座となった。

Ⅲ．　ま　　と　　め

　これまでに５回の子育て支援活動を実施した。子育
て支援活動委員に行ったアンケートの結果，次のよう
なことが分かった。子育て支援活動委員になって「よ
かったと思うことは？」の問いに，「子どもと触れ合う
ことができたこと」という回答が１５回答中１４件あり，
「保護者と話すことができたこと」を挙げた回答は４件，
「保護者に喜んでもらえたこと」が１件であった（複数
回答）。その他，子育て支援活動の実施過程を経験でき
たこと，多種類の折り紙や工作などの技術を覚えられ
たこと，子どもの発達過程や発想力を知ることができ
たことなどが挙がった。子育て支援活動の体験学習は
保護者への対応力をつけることが目的であるが，この
結果からみると，学生の多くは子どもと接することに
楽しさを覚えていることが分かる。今後，子どもと接
する楽しさの体験と同時に，保護者への対応を明確に
意識づけられるような実施方法を考慮しなければなら
ない。
　また，本学で実施している，全員参加型の他の体験
学習と異なり，子育て支援の活動は子育て支援活動委
員が中心となって行うため，活動を他の学生全員と共

有する機会をどのように設定するかという問題が生じ
た。学科の全学生に子育て支援活動の意義とその方法
の徹底を図るために報告の機会を持つことにした。
　さらに，大学・短大の行う子育て支援活動には，こ
れまで本学で実施してきたような単発の資源提供型の
活動の他に，相談活動，継続的に開催するオープンス
ペース，子育て情報の発信，保育者や子育て支援者に
対する専門研修の実施，子育て支援ボランティアの養
成，大学で行われるさまざまな講座の際の託児など，
多様なものがある５）。今後，保育者養成を担う大学と
して，どのように活動の幅を広げて社会貢献をするか，
また，学生に対しては，保育者になるために必要な活
動を２年という短期間にどのように計画・実施してい
くかが重要な課題である。

文　　　　　献

 １）　山縣文治・岸和田かおり：保育サービス再考，
１７４（２０００），朱鷺書房，大阪

 ２）　厚生労働省：保育所保育指針（２００９）
 ３）　文部科学省：幼稚園教育要領（２００９）
 ４）　保育小辞典編集委員会：保育小辞典，１０１（２００６），

大月書店，東京
 ５）　田頭伸子：小笠原道雄編 :進化する子ども学，

２４６–２５６（２００９），福村出版，東京

５８ 田頭　伸子・宮田　保江

Summary

This paper is a record of practical childcare support activities conducted in the Eary Childhood Care and 

Education Course of a college.　In today’s society of declining birth rate, colleges and universities can make 
a major social contribution by putting their (human and material) social resources into childcare support 

activities.　Meanwhile, establishing a system that fosters competent teachers and carers is essential.　In ２００８, 
students in Early Childhood Education Faculty participated in three childcare support activities with three 

more planned for the ２００９ academic year (currently, two completed).
This paper presents a record of these five activities and focuses on problem-solving for future activities．


